
令和3年度 福島県ＰＴＡ連合会事業計画
１ 基本方針
(1) 青少年の心身ともに健全な育成を図ることを基本として、新たな時代に即した活力あるＰＴ

Ａ活動の創造とその推進に努める。
(2) 家庭と地域の教育力の向上を目指すとともに、少子化の進む中、家庭・学校・地域社会の一

層の連携を図るＰＴＡ活動の活性化とその推進に努める。

２ 活動目標
(1)「東日本大震災」による被災児童生徒、ＰＴＡに対しての支援をする。
(2) 子どもたちをめぐる状況や課題をとらえ、その課題の解決を目指し、単位ＰＴＡ、市町村Ｐ
連、郡市Ｐ連、県Ｐ連が連携を深めて活動を推進する。特に、かけがえのない子どもたちの命
を守るため、安全・安心を地域社会全体で見守っていけるように、地域との連携強化を図る。

(3) 子どもたちの多様な活動が可能な居場所づくりと社会全体で子どもを育てていくために、地
域連携を図る。

(4) 青少年育成団体・社会教育団体として、進んで世論形成の先導的役割を果たすために、関係
諸機関・団体との連携を図る。

(5) 青少年の健全育成を期して、いじめ・非行・不登校・児童虐待・体罰等の防止など、教育環
境・社会環境の整備に努めるとともに、生命や人権を尊重する活動の推進を図る。特に、青少
年の問題行動を引き起こす原因の一つとなっている有害情報を浄化する運動を推進する。

(6) 会報の発行と必要に応じて各種の調査・研究を行い、教育改革や生涯学習社会に関する理解、
意識の向上と、ＰＴＡ活動の充実を図る。

(7) 福島県ＰＴＡ安全互助会「学童・ＰＴＡ会員傷害・賠償制度」、学校ＰＴＡ活動支援補償制
度）及び任意加入の「ふくしまっ子こども総合補償制度」への加入促進を図るとともに、安全
意識の向上に努める。

(8) 70周年記念式典と第６9回福島県ＰＴＡ研究大会福島大会の成功を期する活動に力を注ぐ。

活動スローガン 「子と親とが 共に育つ ＰＴＡ活動を
～ 福島を担う子どもたちの未来のために ～」

３ 事業計画
(1) 活動・事業計画
① 研究・研修活動
・創立70周年記念式典を実施する。
・第６9回福島県ＰＴＡ研究大会福島大会を主催する。
・小・中学校ＰＴＡ懇談会（郡市Ｐ代表）を開催する。
・母親代表者懇談会（郡市Ｐ代表）を開催する。
・郡市Ｐ研究大会を支援する。郡市Ｐ連主催の単位ＰＴＡ会長研修会を支援する。

② 青少年育成事業
・人命、人権尊重の普及、啓発活動を推進する。青少年健全育成を目指した事業を支援する。
・教育環境浄化対策活動、特に、有害環境から子どもを守る活動を推進する。

③ 広報・調査活動
・会報「ＰＴＡふくしま」を発行する。 ・資料を提供する。（県ＰＴＡ要覧・その他）

④ 諸会議及び委員会活動
・県ＰＴＡの適正な運営並びに諸事業の的確な実施を図るため、諸会議・諸委員会等による
連絡・協議・研究・調査・調整活動を行う。

⑤ 表彰事業
・優良ＰＴＡ・功労者の表彰を行う。
・第5７回県小中学校ＰＴＡ広報紙コンクールの実施と表彰。（福島民友新聞社と共催）
・全国ＰＴＡ広報紙コンクールへの作品推薦を行う
・「第４5回子ども災害事故防止習字・ポスター作品展」の実施と表彰を行う。
・県三行詩コンクールの実施と全国三行詩コンクールへの作品推薦を行う

⑥ 要望等の諸活動
・県市町村、同教育委員会、県議会各派などの関係機関・団体への要望等の諸活動を行う。



⑦ 対外要請協力活動
・震災、原発事故にかかる児童生徒の安全・安心の確保に関して、県、県教委、日Ｐ等関係

機関への要望活動をする。
・第６9回日本ＰＴＡ全国研究大会北九州大会への協力、参加する。
・第５3回日本ＰＴＡ東北ブロック研究大会盛岡大会に協力、参加する。
・公益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会、東北ブロックＰＴＡ協議会の諸事業に協力する。
・県市町村・同教育委員会や関係機関・団体との連携協力を積極的に推進する。

(2) 常置委員会の事業・活動計画

・組織編成 年間事業計画 予算編成等

総 務 委 ・優良ＰＴＡ団体・個人表彰審査（日Ｐ、東北Ｐ、県Ｐ）

員 会 ・各種要望書、県教委との懇談資料の作成 大会宣言文案検討

・令和3年度(2021年)国内研修事業派遣（県北ブロック・安達）

・第６9回福島県ＰＴＡ研究大会福島大会の運営協力

・青少年の健全育成を目指した事業支援

・第６9回福島県ＰＴＡ研究大会福島大会の運営協力（分科会等）

研 修 委 ・各郡市連Ｐ研究大会の状況把握と要請に対する協力

員 会 ・小・中学校ＰＴＡ懇談会の企画運営

・母親代表者懇談会（郡市Ｐ代表）の企画運営

・日Ｐ研究大会新潟大会への参加と協力

・青少年の健全育成を目指した事業支援

・第43回日Ｐ広報紙コンクール応募 ・県Ｐ連要覧発行→ネット掲載

調査広報委 ・「県Ｐふくしま」会報１１２号・１１３号・１１４号発行

員会 ・第５７回県Ｐ広報紙コンクール実施（福島民友新聞社と共催）

・日Ｐ・東北Ｐ・その他関係団体・機関への協力

・青少年の健全育成を目指した事業支援

・小・中学校ＰＴＡ懇談会（郡市Ｐ代表）の企画運営

健全育成委 ・学校・家庭・地域との連携・協力体制の確立

員会 ・地域の環境浄化活動の推進

・「三行詩」コンクール作品審査

・健全育成に係わる運動推進（諸事業の積極的後援と参加協力）

・児童生徒の健全育成に関する実態調査の実施 青少年の健全育成を目指した事業支援

・県ＰＴＡ安全互助会への加入促進

安全互助委 ・「学校ＰＴＡ活動支援補償制度（ボランティア保険）」についてのＰＲと加入促進

員会 ・「第45回子どもの災害事故防止習字・ポスタ－コンクール」の実施

・令和2年度(2020年)安全互助会報告書の発行

・青少年の健全育成を目指した事業支援

(3) 協賛・後援等事業
① 県ＰＴＡ関係（各郡市Ｐ連研究大会）
② 日本ＰＴＡ全国協議会関係
・各種アンケート調査協力 ・三行詩募集への協力 ・その他

③ 県教育委員会及び県庁各部署関係
④ 県青少年育成県民会議関係
・第４3回少年の主張福島県大会 9月24日（金）いわき市文化センター
・第44回県青少年健全育成推進大会 11月19日（金）とうほう・みんなの文化センター

⑤ その他
・県、各機関・団体等主催事業への後援・協賛・推薦



2019/12/19現在

◇午前　◆午後　◎１日 会場

13(火) ◆経理関係事務局会⇒4月27日(火)実施 青少年会館

20(火) 〇広報紙ｺﾝｸｰﾙ締切
民友新聞社へ直
送

27(火)
◆監事会　（◇正副会長会）⇒5月7日(金)実
施

青少年会館　5研

30(金) ◆広報紙コンクール審査会 民友新聞社

25(火)
◆正・副会長会◆役員会①⇒5月24日(月)実
施
◆部長引継ぎ会

青少年会館　6研 21(金)
日Ｐブロック協議会会長会、協議会
代表者会⇒Ｗｅｂ開催

4(金) ○評議員会①(総会)　○小中懇談会⇒延期 ＡＯＺ（福島市） 11(金)
東北ブロックＰ協議会①～12(土)盛
岡市　 会長、事務局長等

22(火) ◆事務局会① 青少年会館　3研 25(金) 日Ｐ定時総会

28(月) ◆理事会・常置委員会① 青少年会館　1研 26(土) 日Ｐ協議会代表者研修会

28(月) ◎70周年式典実行委員会 青少年会館　1研

9(金) 会報発行 （１１5号） 3(土)
日本ＰＴＡ東北ブロック研究大会盛
岡大会分科会打合

13(火)
日Ｐ各委員会(会長)・協議会連絡
会(会長・事務局長)

14(水)
日Ｐ協議会代表者会(会長)・協議会懇
談会(日Ｐ懇談構成員)

31(火) ◆事務局会② 青少年会館　3研 21(土)
日Ｐ全国研究大会北九州大会（コ
ロナ禍対策により１日大会）

県教育長との教育懇談（要望） 県庁 3(金) 東北ブロックＰ協議会② 盛岡市

17(金)
◎郡市Ｐ母親代表者懇談会　各地区代表２
名

青少年会館大研
修室

4(土)
日Ｐ東北ブロック研究大会盛岡大
会（コロナ禍対策により１日大会）

21(火) ◎理事会常置委員会②
青少年会館大研
修室

21(火) ◎70周年式典実行委員会
青少年会館大研
修室

3(日) 第69回福島県ＰＴＡ研究大会福島大会
福島市　県文化
セ

21(木)
日Ｐ常置委員会､協議会代表者会
東京（会長）

3(日) 福島県ＰＴＡ連合会70周年記念式典 福島市

11 19(金) 日Ｐ年次表彰式

8(水) ◆経理中間整理 青少年会館 3(金)
東北ブロックＰ協議会③　～4（土）
盛岡市　会長、事務局長

10(金) 会報発行 (１１6号)

25(火) ◆正副会長会　◆役員会②
青少年会館　第6
研

21(金)
事故防止習字応募締切→ポスターも
　　各学校から県Ｐ事務局に提出

7(月) ◎事故防止習字・ポスター審査会 （習字）
青少年会館　6
研･大広間

3(木)
東北ブロックＰ協議会事務局長研
修会山形市　事務局長

9(水) ◎事故防止習字・ポスター審査会（ポスター）
青少年会館　大
広間

4(金)
東北ブロックＰ協議会④　～6（土）
山形市　会長、事務局長

19(土)
習字ポスター展示
　２月19日(土)～3月6日（日）

青少年会館ホー
ル

17(水)
日Ｐ臨時総会､協議会代表者会 東
京（会長)

22(火) ◎評議員会②１０：３０～１３：３０ ＡＯＺ（福島市）

25(金) 会報発行　(１１7号)

11(金) ◆正副会長会 青少年会館 「国内研修事業」参加

7

8

9

10

12

2

3

1

福島県ＰＴＡ連合会行事予定表
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※今後の状況により変更となることもありますのでご留意ください。

月
県  Ｐ  連　関　係

2021年度
令和3年度

日 Ｐ東 北 Ｐ 関 係

2021.5.24現在


